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キッズ
ファッションショー

かわいい
お子さまたちによる、
この冬いち押しの
コーディネートを
ご紹介いたします。

参加ご希望の方は、5階 ベビー&マタニティ

コーナーにある応募用紙にご記入のうえ

応募箱にご投函ください。当選の結果は

ハガキにてご連絡させていただきます。

5階 子ども服にて
税込5,400円以上
お買いあげの方

各日先着20名さまに
風船をプレゼント！

ご応募締め切り：11月30日（木）

301円

お問い合わせ：☎089-934-8095

ベビー&マタニティ
イベント

〈午前10時～午後4時〉

赤ちゃんの冬のスキンケア
ベビールーム保健師による

※お昼休憩がございます。 
※予約不要

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

〈ミキハウス〉
クリスマスフェア

期間中、
税込16,200円以上
お買いあげで
「えほん」または
「クリスマスカード」を、
税込54,000円以上
お買いあげで
「パーティープレート
セット」をプレゼント！
※お一人さま1点限り。なくなり次第終了。
※セール品と福袋は、対象外とさせていただきます。

※お一人さま1点限り。なくなり次第終了。

※お一人さま1点限り。
　なくなり次第終了。 

〈ベベ〉〈ワスク〉〈ディアブル〉
〈ルダクティオン〉
トリプルスタンプフェア

期間中、税込5,400円
以上お買いあげで
メンバーズカードの
ポイントを
通常の3倍プレゼント！

〈ボーネルンド〉クリスマスフェア

期間中、税込5,940円以上お買いあげの方
先着70名さまに「ミニカー（クリスマス
デザイン）」をプレゼント！

■ 11月24日（金）

■ 5階 ベビールーム

〈午前11時から〉
赤ちゃんハイハイ競走
■ 12月10日（日）
■ 5階 ベビー&マタニティ

〈午後2時から〉
■ 12月3日（日）

■ 5階 子ども服

〈ハマビーズ〉
お正月モチーフ作り

風船プレゼント

2日間
限り

来年の干支のワンちゃん、
鏡餅、羽子板など
お正月モチーフを
作りませんか。

〈各日 午後2時～2時30分〉
■ 12月27日（水）・28日（木）

■ 5階 ボーネルンド

■ 11月19日（日）まで

■ 12月25日（月）まで

■ 11月17日（金）から

●参加費：
　 モチーフ1個につき
※対象年齢：3歳以上　※写真はイメージです。
ビーズ：ポリエチレン、デンマーク製

11月17日2017年 12月28日金 木

お
気
軽
に

定員：抽選25名さま

ハイハイできるお子さまならどなたでもOK!

12 9 ・土 10 日

5階
フロア

お買いあげ
プレゼント



WW nn eerr FFeess vvaalltt tt

http://www.mitsukoshi.co.jp/matsuyama

※いずれも写真はイメージです。　※記載の価格はすべて税込です。　
※記載のない商品はいずれも素材・原産国各種。
※掲載の商品は数量に限りがございますので、品切れの節はご容赦ください。　
※状況により整理券を配布する場合がございます。　
※本人または、天候・交通機関等の影響により予告なしにスケジュールが
　変更・中止になる場合がございます。

〈営業時間〉午前10時～午後7時

※カメラをお持ちください。 
対象：小学生以下のお子さま

対象：小学生以下のお子さま

サンタさん大集合！
今年もサンタがやってくる！

1階アトリウムコートに
サンタさんが大集合！
先着100名の
お子さまにお菓子を
プレゼント！
一緒に写真撮影も
できます。

お買い物のひとときを素敵なフラショーでお楽しみください。

土

午前11時 プメハナ・ハワイアン・フラ・スタジオ
クハイ ハラウ オ カレイアヌエヌエオカラニ  パ オラパ カヒコ

ハーラウ フラ オ ホクラニ
アロハ エンジェル*
アロハ ノ レイナニ

正午

午後2時
フラ ホアロハ午後1時

午後3時30分
午後4時30分

12
16
12
16

日

午前11時 ナニ クーイオ
リコ レフア

マカナレア フラ&オリタヒチ スタジオ
フラ クミ チアキ
ロケ・ナニ 宮前教室

正午

午後2時
プアナルマナ午後1時

午後3時30分
午後4時30分

12
17
12
17

三越ライオン像と「ハイチーズ！」
クリスマス仕様の

※カメラをお持ちください。
※お子さまには必ず保護者の方がお付き添いください。

※写真はイメージです。

1階 ライオン像前
（電車通り側）

1階
アトリウムコート

1階
アトリウムコート1階 化粧品

2階 婦人服

4階 ゴルフギア

4階 紳士5階 子ども服

〈各日 午後1時～1時30分〉

松山三越のライオン像がクリスマス仕様に
大変身！抱きついたり乗ったり♪
お子さまから大人の方まで大歓迎です。

●ジェルネイル 6,804円から

〈ネイルズユニーク〉
クリスマスネイル

※マニキュア・フットネイルも承ります。
※キッズネイルの対象年齢：3歳から14歳以下のお子さま。  　
※キッズネイルは、必ず保護者同伴でご来店ください。

ご予約優先：☎089-947-1266 

10本

●クリスマスアート 540円1本
●キッズネイル 810円10本

■ 12月9日（土）・10日（日）

■ 12月9日（土）・10日（日）

■11月26日（日）

1,080円●参加費：モチーフ1個につき レザー部分：牛革

〈ヴォヤージュ センソユニコ〉
クリスマススワッグ・
お正月しめ縄飾り作り

クリスマスハワイアンフラショー

永木店長サンタと
ジャンケン勝負！

世界に一つだけのクリスマススワッグ・
お正月しめ縄飾りを作りませんか。

担当：兵頭

サンタさんの格好をした松山三越の
永木店長を見つけてジャンケン勝負！
勝ったお子さま各日先着50名さまに
お菓子をプレゼント！

各階でも楽しいイベントを開催！

定員：各キット 先着5名さま

要予約〈午前11時30分・午後2時〉

■12月23日（土・祝）・24日（日）
〈各日 午後3時〉

〈各日 午後2時〉

お正月しめ縄飾り 
（小）1個 4,320円／（大）1個 6,480円

クリスマススワッグ 
（小）1個 3,240円／（大）1個 5,400円

※完成まで約1時間。

■12月23日（土・祝）・24日（日）

■12月16日（土）・17日（日）

■11月17日（金）～12月25日（月）

〈タケナワレザー〉
レザーキーホルダー作り

クリスマスモチーフの
キーホルダーにイニシャルや
模様を刻印できます。

〈各日 午前10時～午後6時30分〉

■12月24日（日）

〈ダンロップ〉
オウンネーム承り会

ダンロップのゴルフボールを
ご購入いただいた方に
オウンネームをサービスいたします。

〈午前10時～午後6時〉

2,980円から〈ダンロップ〉ゴルフボール各種

みんなも

サンタさんになっ
て

遊びに来てね♪

わたしを

見つけてね♪

●ご予約・お問い合わせ：☎089-915-3170


